
令和４・５年度重要要望事項一覧【省庁順】　

1 新型コロナウイルス感染症対策の推進【一部新規】 内閣官房 1 新型コロナウイルス感染症対策と総合的な緊急経済対策の推進【一部新規】 別冊 内閣官房

2 地方創生・人口減少対策の推進 内閣官房 2 地方創生・人口減少対策の推進 地創 内閣官房

3 地方大学の振興及び若者雇用 3 地方大学の振興及び若者雇用【一部新規】 地創

4 「働き方改革」の実現に向けた取組みの強化 4 働き方改革・女性活躍の推進に向けた取組みの強化【一部新規】 知政

5 移住・UIJターン就職の促進と人材の確保の充実【一部新規】 5 移住・UIJターン就職の促進と人材の確保の充実【一部新規】 地創

6 国土強靭化と地方創生のための「日本海国土軸」の形成 6 国土強靭化と地方創生のための「日本海国土軸」の形成 経管

7 国民保護及びテロ対策の推進等 7 国民保護及びテロ対策の推進等 危管

8 中山間地域の活性化【一部新規】 8 中山間地域の活性化【一部新規】 地創

9 総合的な少子化対策の推進 内閣府 9 こども家庭施策及び少子化対策の推進【一部新規】 知政 内閣府

10 北方領土の早期返還に向けた外交交渉の推進と次世代後継者の積極的な育成 10 北方領土の早期返還に向けた外交交渉の推進と次世代後継者の積極的な育成 経管

11 地方分権改革の推進 11 地方分権改革の推進 経管

12 地方消費者行政の推進のための支援の充実 12 地方消費者行政の推進のための支援の充実 生環

13 通学路等における子供の安全確保のための取組の推進 13 通学路等における子供の安全確保のための取組の推進 警察

14 初動対応力・機動力の強化に向けた取組の推進 14 警察署の再編整備の推進及び直轄警察犬の導入【一部新規】 警察

15 犯罪被害者等支援の推進・充実 15 犯罪被害者等支援の推進・充実 生環

16 「連携中枢都市圏」への支援 総務省 16 「連携中枢都市圏」への支援 地創 総務省

17 地方分権実現のための安定した地方税財政制度等の確立【一部新規】 17 地方分権実現のための安定した地方税財政制度等の確立【一部新規】 経管

18 デジタルトランスフォーメーションの加速化　【新規】 18 手数料等の電子申請及び電子納付の推進【新規】 出納

19 デジタルトランスフォーメーションの加速化に向けた５Ｇの整備促進【一部新規】 19 デジタルトランスフォーメーションの加速化【一部新規】 知政

20 外国人材活躍・多文化共生の推進 法務省 20 ５Ｇ（第５世代移動通信システム）の整備促進 知政

21 地震防災対策をはじめとする自然災害対策の充実・強化 文科省 21 外国人材活躍・多文化共生の推進【一部新規】 生環 法務省

22 個に応じたきめ細かな指導の充実等に向けた教職員定数改善等 22 地震防災対策をはじめとする自然災害対策の充実・強化【一部新規】 危管 文科省

23 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の充実【一部新規】 23 個に応じたきめ細かな指導の充実等に向けた教職員定数改善等 教委

24 特別支援教育等と生徒指導の充実 24 小中学校等の施設整備の推進【新規】 教委

25 学校における働き方改革の推進【一部新規】 25 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の充実 教委

26 独立行政法人教職員支援機構の研修機能移転の拡充 26 特別支援教育等と生徒指導の充実 教委

27 私立学校の振興【一部新規】 27 学校における働き方改革の推進【一部新規】 教委

28 「国際工芸アワードとやま」への支援 28 独立行政法人教職員支援機構の研修機能移転の拡充 教委

29 地方から世界に発信する芸術文化の振興 29 私立学校の振興【一部新規】 経管

30 「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産登録の推進等 30 若手工芸作家の育成【一部新規】 生環

31 ユネスコ無形文化遺産等の魅力発信への支援 31 地方から世界に発信する芸術文化の振興 生環

32 「立山・黒部－防災大国日本のモデルー」の世界文化遺産登録の推進等 32 「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産登録の推進等 地創

33 富山型デイサービス（共生型サービス）の全国への普及による地域共生社会の構築 厚労省 33 ユネスコ無形文化遺産等の魅力発信への支援 教委

34 医療・介護連携による地域包括ケアの推進など高齢者施策の充実 34 「立山・黒部－防災大国日本のモデルー」の世界文化遺産登録の推進等 地創

35 障害のある人のニーズに即した福祉施策の充実 35 地域共生社会の実現に向けた取組みの推進【一部新規】 厚生 厚労省

36 発達障害児者への支援の充実 36 医療・介護連携による地域包括ケアの推進など高齢者施策の充実【一部新規】 厚生

37 医療提供体制の改革 37 発達障害児者への支援の充実 厚生

38 がん対策の推進【一部新規】 38 障害のある人のニーズに即した福祉施策の充実【一部新規】 厚生

39 健康寿命延伸対策の充実 39 医療提供体制の改革【一部新規】 厚生

40 医薬品産業の振興【一部新規】 40 がん対策の推進【一部新規】 厚生

41 食中毒被害者に対する支援策の実施など食品の安全安心の確保 41 健康寿命延伸対策の充実 厚生

42 農業の持続的な発展に向けた施策の強化【一部新規】 農水省 42 医薬品産業の振興【一部新規】 厚生

43 地方の実情に即した水田農業政策の充実【一部新規】 43 食中毒被害者に対する支援策の実施など食品の安全安心の確保 厚生

44 農林水産物等の輸出促進【一部新規】 44 農業の持続的な発展に向けた施策の強化【一部新規】 農水 農水省

45 農山村地域等の振興対策、鳥獣被害防止対策等の推進 45 地方の実情に即した水田農業政策の充実【一部新規】 農水

46 農業農村整備事業の推進【一部新規】 46 農林水産物等の輸出促進【一部新規】 農水

47 森づくりの推進と森林整備法人への支援拡充【一部新規】 47 農山村地域等の振興対策、鳥獣被害防止対策等の推進 農水

48 水産業振興対策の推進【一部新規】 48 農業農村整備事業の推進【一部新規】 農水

49 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出とﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝによる産業の高度化【一部新規】 経産省 49 森づくりの推進と森林整備法人への支援拡充 農水

50 電力の安定供給の確保と総合的なエネルギー政策の推進 50 水産業振興対策の推進【一部新規】 農水

51 中小企業・小規模企業の活性化の推進【一部新規】 51 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出とﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝによる産業の高度化【一部新規】 商労 経産省

52 創業・ベンチャーの支援　【新規】 52 電力の安定供給の確保と総合的なエネルギー政策の推進 商労

53 環日本海・アジア地域・米国等との経済交流及び物流の活性化 53 中小企業・小規模企業の活性化の推進【一部新規】 商労

54 デザインの振興 54 創業・ベンチャーの支援　 知政

55 中心市街地と商店街の活性化 55 環日本海・アジア地域・米国等との経済交流及び物流の活性化【一部新規】 商労

56 富山きときと空港における航空ﾈｯﾄﾜｰｸの充実と冬季就航率の向上 国交省 56 デザインの振興 商労

57 北陸新幹線の整備促進 57 中心市街地と商店街の活性化 商労

58 並行在来線への支援及び地域公共交通の維持・活性化 58 富山きときと空港における航空ﾈｯﾄﾜｰｸの充実と冬季就航率の向上 交政 国交省

59 地域におけるバス路線等の維持・確保のための支援の充実 59 北陸新幹線の整備促進 交政

60 都市基盤整備の推進 60 地域公共交通の維持・活性化【一部新規】 交政

61 地方創生や国土強靭化に向けた道路整備の促進 61 並行在来線を含む地域鉄道等への支援の充実【一部新規】 交政

62 東海北陸自動車道の早期全線四車線化 62 都市基盤整備の推進 土木

63 災害につよく強靭な県土づくりに向けた防災・減災対策の推進 63 地方創生や国土強靭化に向けた道路整備の促進 土木

64 利賀ダムの建設促進 64 東海北陸自動車道の早期全線四車線化 土木

65 ダイオキシン類対策 65 災害につよく強靭な県土づくりに向けた防災・減災対策の推進 土木

66 「国際拠点港湾」伏木富山港の機能強化等 66 利賀ダムの建設促進 土木

67 総合的な空き家対策の推進 67 ダイオキシン類対策 土木

68 「立山黒部」の高付加価値化の推進【一部新規】 68 「国際拠点港湾」伏木富山港の機能強化等【一部新規】 土木

69 戦略的な観光地域づくりの推進【一部新規】 69 総合的な空き家対策の推進【一部新規】 土木

70 国際・広域観光の振興 70 「立山黒部」の高付加価値化の推進 地創

71 循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイクル対策の推進【一部新規】 環境省 71 戦略的な観光地域づくりの推進【一部新規】 地創

72 ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙの実現に向けた省ｴﾈﾙｷﾞｰ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等の取組みの推進【一部新規】 72 国際・広域観光の振興【一部新規】 地創

73 環日本海地域の環境保全施策（漂着ごみ、生物多様性、PM2.5対策等）の推進 73 ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙの実現に向けた省ｴﾈﾙｷﾞｰ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等の取組みの推進【一部新規】 知政 環境省

74 自然環境保全施策（国立公園の施設整備、野生鳥獣管理）の推進 74 環日本海地域の環境保全施策（漂着ごみ、生物多様性、PM2.5対策等）の推進 生環

75 原子力防災対策の強化【一部新規】 75 自然環境保全施策（国立公園の施設整備、野生鳥獣管理）の推進 生環

76 循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイクル対策の推進 生環

77 原子力防災対策の強化【一部新規】 危管

■75項目（うち新規２、一部新規22）
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